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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第2四半期 5,079 16.1 261 △32.5 269 △26.5 233 9.0
25年3月期第2四半期 4,376 6.3 387 164.9 366 156.6 214 231.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 238百万円 （12.6％） 25年3月期第2四半期 211百万円 （225.7％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第2四半期 29.94 ―
25年3月期第2四半期 27.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 9,394 5,151 54.8
25年3月期 10,469 4,991 47.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  5,151百万円 25年3月期  4,991百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
（注）25年3月期配当金の内訳     普通配当7円00銭 特別配当3円00銭 
   26年3月期(予想)配当金の内訳 普通配当7円00銭 特別配当3円00銭 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,483 20.0 550 △15.0 531 △13.3 300 △14.0 38.43



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表に対するレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 8,175,280 株 25年3月期 8,175,280 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 369,807 株 25年3月期 368,912 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 7,805,625 株 25年3月期2Q 7,806,396 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安や株高を背景に改善の動きがみられたもの

の、欧州経済の低迷、中国経済の成長の減速等の影響もあり、先行き不透明な状況で推移しました。 

このような環境の中、当社グループは、化合繊不織布を中心に販売拡大に積極的に取り組んだことに

より、当第２四半期連結累計期間の売上高は50億79百万円(前年同期比16.1％増)となりました。一方、

利益面につきましては、全社あげてのコスト削減の推進に取り組んでまいりましたが、円安による原燃

料価格の上昇の影響等があり、営業利益は２億61百万円(同32.5％減)、経常利益は２億69百万円(同

26.5％減)となりました。四半期純利益は本巣工場建設に伴う補助金収入があったことから２億33百万

円(同9.0％増)となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

パルプ不織布原反は、オシボリ用途が堅調に推移したことにより売上高が増加しました。パルプ不

織布加工品は、既存のＯＥＭ製品の販売が堅調に推移したことに加え、新たなＯＥＭ製品の取り扱い

が増えたことにより売上高が増加しました。化合繊不織布は、昨年12月に新設した本巣工場が順調に

稼働し、紙オムツ向け製品の販売数量が大幅に伸長したことにより売上高が増加しました。その他不

織布は、自動車部材向け製品の販売数量が伸び悩んだものの、食品工場向け製品の販売が堅調に推移

したことにより売上高が増加しました。その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は28億33百万

円(前年同期比26.8％増)、セグメント利益は３億50百万円(同19.9％減)となりました。 

衛生用紙は、国内外の紙オムツ向け製品の販売数量が伸長したことにより、当第２四半期連結累計

期間の売上高は22億46百万円(前年同期比4.9％増)、セグメント利益は２億78百万円(同12.7％減)と

なりました。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ10億75百万円減少して93億94百万円となりました。これは、受取

手形及び売掛金が１億58百万円、電子記録債権が１億75百万円増加したものの、現金及び預金が10億

84百万円減少したこと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ12億35百万円減少して42億43百万円となりました。これは、借入金

が４億32百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が５億10百万円それぞれ減少したこ

と等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ１億59百万円増加して51億51百万円となりました。これは、利

益剰余金が１億55百万円増加したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は54.8％と

なりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

ａ．不織布関連事業

ｂ．紙関連事業

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

ａ．資産

ｂ．負債

ｃ．純資産
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当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年

度末より10億84百万円減少して５億60百万円となりました。 

営業活動により獲得した資金は３百万円(前年同期比５億40百万円減)となりました。これは、売上

債権の増加３億33百万円、仕入債務の減少１億90百万円、法人税等の支払１億77百万円等により資金

を使用しましたが、税金等調整前四半期純利益３億85百万円、減価償却費２億15百万円、たな卸資産

の減少１億18百万円等により資金を獲得したことによるものであります。 

投資活動により使用した資金は５億61百万円(前年同期比２億80百万円増)となりました。これは、

有形固定資産の取得による支出５億75百万円等により資金を使用したことによるものであります。 

財務活動により使用した資金は５億27百万円(前年同期は１百万円の獲得)となりました。これは、

短期借入金の減少２億50百万円、長期借入金の返済１億82百万円、配当金の支払77百万円等により資

金を使用したことによるものであります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想に変更

はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

② キャッシュ・フローの状況

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,201,097 1,116,260

受取手形及び売掛金 2,871,826 3,030,428

電子記録債権 － 175,324

商品及び製品 197,428 199,209

仕掛品 11,313 11,431

原材料及び貯蔵品 421,776 301,630

その他 145,307 113,460

貸倒引当金 △23,727 △23,727

流動資産合計 5,825,023 4,924,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,115,608 3,124,951

減価償却累計額 △1,681,981 △1,725,468

建物及び構築物（純額） 1,433,627 1,399,483

機械装置及び運搬具 6,082,758 6,162,930

減価償却累計額 △4,504,452 △4,646,572

機械装置及び運搬具（純額） 1,578,305 1,516,357

土地 1,070,586 1,070,586

その他 295,063 249,552

減価償却累計額 △148,726 △161,264

その他（純額） 146,337 88,287

有形固定資産合計 4,228,856 4,074,714

無形固定資産   

のれん 8,179 －

その他 41,557 31,663

無形固定資産合計 49,737 31,663

投資その他の資産   

その他 384,502 382,356

貸倒引当金 △18,380 △18,380

投資その他の資産合計 366,122 363,976

固定資産合計 4,644,716 4,470,354

資産合計 10,469,739 9,394,372
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,754,027 1,563,427

短期借入金 684,342 485,400

未払法人税等 176,409 110,914

賞与引当金 99,390 102,365

役員賞与引当金 40,000 20,000

その他 891,234 345,572

流動負債合計 3,645,405 2,627,678

固定負債   

長期借入金 1,451,885 1,218,285

退職給付引当金 135,823 131,343

その他 245,206 265,761

固定負債合計 1,832,915 1,615,390

負債合計 5,478,321 4,243,069

純資産の部   

株主資本   

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 603,260 603,260

利益剰余金 3,822,999 3,978,631

自己株式 △68,938 △69,372

株主資本合計 4,950,981 5,106,178

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,436 45,123

その他の包括利益累計額合計 40,436 45,123

純資産合計 4,991,417 5,151,302

負債純資産合計 10,469,739 9,394,372
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,376,336 5,079,393

売上原価 3,267,754 4,080,481

売上総利益 1,108,581 998,912

販売費及び一般管理費 721,095 737,379

営業利益 387,485 261,533

営業外収益   

受取利息 92 95

受取配当金 3,845 3,942

為替差益 － 5,953

受取保険金 － 5,000

その他 6,237 7,774

営業外収益合計 10,175 22,764

営業外費用   

支払利息 6,757 10,021

シンジケートローン手数料 14,319 －

その他 9,900 4,603

営業外費用合計 30,977 14,625

経常利益 366,684 269,672

特別利益   

補助金収入 － 115,710

特別利益合計 － 115,710

特別損失   

投資有価証券評価損 1,618 －

特別損失合計 1,618 －

税金等調整前四半期純利益 365,066 385,382

法人税、住民税及び事業税 173,220 112,722

法人税等調整額 △22,537 38,964

法人税等合計 150,682 151,687

少数株主損益調整前四半期純利益 214,383 233,695

四半期純利益 214,383 233,695
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 214,383 233,695

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,626 4,687

その他の包括利益合計 △2,626 4,687

四半期包括利益 211,757 238,382

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 211,757 238,382

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 365,066 385,382

減価償却費 171,595 215,570

のれん償却額 8,179 8,179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,889 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,723 2,974

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,523 △4,479

受取利息及び受取配当金 △3,938 △4,037

支払利息 6,757 10,021

投資有価証券評価損益（△は益） 1,618 －

補助金収入 － △115,710

売上債権の増減額（△は増加） △26,403 △333,926

たな卸資産の増減額（△は増加） 128,735 118,247

仕入債務の増減額（△は減少） △14,285 △190,600

その他 14,201 8,296

小計 659,884 79,918

利息及び配当金の受取額 3,940 4,159

利息の支払額 △5,364 △7,787

保険金の受取額 － 5,000

補助金の受取額 － 100,000

法人税等の支払額 △114,100 △177,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 544,360 3,944

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △274,020 △274,085

定期預金の払戻による収入 223,952 274,020

有形固定資産の取得による支出 △178,466 △575,606

投資有価証券の取得による支出 △25,774 △9,270

投資有価証券の売却による収入 － 7,998

投資有価証券の減資による収入 － 54,365

会員権の取得による支出 － △5,052

貸付けによる支出 △26,826 △34,172

その他 57 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △281,077 △561,803

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △90,000 △250,000

長期借入れによる収入 352,000 －

長期借入金の返済による支出 △165,942 △182,542

自己株式の取得による支出 △115 △434

配当金の支払額 △77,725 △77,457

その他 △16,271 △16,608

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,945 △527,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 265,228 △1,084,901

現金及び現金同等物の期首残高 631,309 1,645,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 896,537 560,294
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△369,339千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△367,327千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント 調整額 
（千円）
(注)１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円）
(注)２

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業 
(千円)

合計 
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 2,234,718 2,141,618 4,376,336 ― 4,376,336

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,234,718 2,141,618 4,376,336 ― 4,376,336

セグメント利益 438,165 318,659 756,825 △369,339 387,485

報告セグメント 調整額 
（千円）
(注)１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円）
(注)２

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業 
(千円)

合計 
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 2,833,176 2,246,216 5,079,393 ― 5,079,393

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,833,176 2,246,216 5,079,393 ― 5,079,393

セグメント利益 350,798 278,062 628,860 △367,327 261,533
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